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解   説

ファイバーレーザーによる超高張力鋼及びステンレス鋼の溶接

Fiber― Laser Welding for Ultra― High Tensile Strength Steel and Stainless Steel

1.緒 言

弊社の主要製品は建設機械のシャーシーや旋回台等 (Fig.

可参照)の大型部品と原子力関連機器であるが、近年、建

設機械の大型化に伴い、輸送制限の関係で、部品の軽量化

が求められ、超高張力鋼が多用されている。この超高張力

鋼は溶接前の下地処理が大変であると共に、遅れ割れが発

生し易 く、高い溶接技能が求められるため、溶接士の育成

が大きな課題であり、誰でも容易に出来る溶接法の開発が

求められている。

また、原子力関連機器の場合は、オーステナイト系ステ

ンレス銅が多用されているが、線膨張係数が大きく溶接歪

が発生し易い材料であると共に、溶接後の外観が溶接の品

質の確からしさを高めるとして重視される。

これらの問題を解決するため、小入熱量での溶接が可能

で、真空チャンバー等の大掛かりな設備の必要が無い、ファ

イバーレーザー溶接に注目した。

弊社では、経済産業省の研究開発補助金を基に、これら

の鉄鋼材料に姑し、フアイバーレーザー溶接の適用技術に

ついて各種試験を実施し、良好な結果が得られたので報告

する。

2.980 MPa及び 1150 MPa級 超高張力鋼の溶接

溶接性の観点から、一般産業界では700 MPa級 程度まで

の高張力鋼が多く用いられているが、前述のように建設機

械の大型化に伴い、輸送制限 (重量制限)等のため、軽量

化が必要となり、一般産業界ではあまり使用されていない

980 MPa級や 1150 MPa級 の所謂、超高張力が使用されるよ

っになった。

弊社では、既に980 MPa級 の鋼板をMAG半 自動溶接に

より製品に問題無く使用しているが、初期の段階では 10日

以上経過して遅れ割れが発生するトラブルを経験すると共
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Fig。 l Largc scalc constmction machinc

に、このクラスの溶接法が確立した後も、予熱、後熱の管

理等を考慮した溶接が必要である。

そこで、この超高張力鋼への適用が可能で、しかも誰で

もあまり神経を使わないで溶接出来る溶接方法の開発が必

要となった。

その溶接方法として、小入熱量での溶接が可能で、また

電子ビームのように姑象物の大きさに制限を加えるような

真空チャンバーを必要としない、ファイバーレーザー溶接

に注目した。

着手した時点でファイバーレーザー溶接は既に自動車産

業等において板厚が l mm前 後と比較的薄肉の領域で開先

の無い溶接には適用されていたが、建設機械のように板厚

が 6mm～ 10数 mmと 比較的厚肉で切断、曲げ加工を行っ

た板材の溶接 (以後、製缶物と称す)で、開先のある部材

の溶接はほとんど使用されていなく、各種研究所が試験片

ベースで I型付合せ溶接として施工されている程度であっ

た。これは、本書 3項の「フアイバーレーザー溶接の問題

点とその解決」で示すようにレーザーの特性から、製缶物

のように開先を必要とする製品への適用には問題があった
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フアイバーレーザーによる超高張力鋼及びステンレス鋼の溶接 (内 山 ,中 岡)

Fig。 2 Results of tensile and bending tcsts for I‐ butt、 vcld of high tcnsilc

strcngth stccl of980 MPa

からと考える。

2.1 980 MPa級超高張力鋼の溶接試験結果

まず、ファイバーレーザー溶接の特性を把握するために、

ビー ドオンプレー ト試験から実施 したところ、超高張力鋼

はSS400の ような普通今岡材と比較 して、ファイバーレーザー

溶接では、より安定 した溶接条件が得られることが判った。

これは、超高張力鋼がキル ド鋼であることから、成分や

組織が安定 していることに依存 していると思われる。また、

前述のようにこの材料の溶接は遅れ割れの問題を抱えてい

るが、Fig.6に 示す ように試験片の周囲を拘束 し、予熱、

後熱無 しに溶接 した結果割れは発生せず、小入熱で溶接可

能なファイバーレーザー溶接は、遅れ割れ対策に有効な溶

接法であることが判った。

また、溶加材 を加えない I型 継手に対 して溶接 した後、

引張 と曲げ試験を実施 したところ、引張で 1029 MPaの 強

度を得ると共に、Fig.2に 示すように十分な延びが得 られ

た。

次に、製缶物の溶接で必要となる、ルー トギャップのあ

る継手に対 し、弊社で 980 MPa級 のMAG溶接に使用 して

いる溶加材 を用いファイバーレーザー溶接 を行い、写1張、

曲げ及び-40℃ までの衝撃試験を実施 したが、十分な機械

的強度と靭性値を得ることが出来た。

2.2H50 MPa級 超高張力今岡の溶接試験結果

一方、■50 MPa級 の超高張力今岡は弊社ではまだ製品への

適用は行っていないが、建設機オ成の大型化に伴い、さらな

る製品の軽量化が求められることが予想され、顧客のご要

求に先駆け、これにも対応出来る溶接施工法の確立を検討

Fig.3 Results of tens■e and bending tcsts for I― butt、 vcld of high tcnslc

strcngth steel of l150～ IPa

した。

ここでの大 きな問題点は 1150 MPa級 に使用出来る溶加

材が全世界的に見ても無いことであった。 したがって、溶

加材を必要としない、I型 開先から試験を行った。

この溶接 もファイバーレーザー溶接への相性は良 く、拘

束溶接試験でも遅れ割れは出なかった。

さらに、引張 と曲げ及び -40℃ での衝撃試験を実施 し

たが、引張で 1246 MPaの 強度や必要な靭性を得ると共に、

Fig。 3に示すように十分な延びが得られた。

なお、製缶物へ適用するにはルー トギャップの有る溶接

は避けられないことから、次のような 2つ のアプローチを

行った。

① マルエージング今岡をベースとした溶加材を用いて溶接し

た後で、レーザーの出力を落とした照射加熱での熱処理

により、道切な機械的特性を得る。

② 軟質継手の理論
pを

適用し、1150 MPa級の母材に姑し、

980 MPa級の溶加材を使用する。

その結果、①は適切な熱処理条件を与えると引張強度は

規格値以上の値となるが、伸びが不十分で、曲げ試験で破

断してしまう結果となった。

一方②の試験では、母材規格値より低い強度の溶加材を

用いたにも関わらず、母材規格値 H50 MPaに 対 し、1241

MPa以上の強度を呈すると共に、曲げ試験でも14.7 TR程

度の曲げ試験では、120度程度までの曲げ角度では割れは

認められなかつた。

実際の構造物では、大たわみ理論の設計を行なわない限

り、このような曲げを受ける部材の使い方をする設計は行

われないので、仕様書などで「施工法はЛsに ょること」
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Fig.4 Laser beani passing root gap without rnclting ofbtte inatenal

Fig.5 FaJ‐ results of ribcr lascr、 velding for root gap、 veld on thc rirst

stagc

と制限されない限り、製缶溶接構造物へ採用が出来る程度

の機械的性質を得ることが出来た。

3,フ ァイバーレーザー溶接の問題点とその解決結果

前述のとおりに、製缶物の溶接は板のカットの精度や板

の曲げ力H工の精度からある程度の加工公差が必要となる。

したがつて、開先を隙間の無い I型継手にすることは困

難で、開先がどうしても必要とする場合は一端仮組をして、

開先部の寸法計測を厳密に行い、その結果を基に開先部の

機械加工が必要である。そのため、多くの工数を必要とす

るだけでなく、大型構造物の場合、機械加工の装置の観点

からほとんど不可能となる。したがって、開先部はO mm

から2mm程度の不規則なルートギャップとなる。

一方、レーザー溶接の場合、ビーム密度を上げるために

もビーム径は l mm程 度となり、ルー トギャップ2mmの
開先へ l mm径 のビームを照射した場合は、Fig.4に 摸式

的に示すとおり開先部を素通りしてしまい、母材を溶かさ

ないために、溶接が出来ないことになる。また、溶加材を

高 温 学 会 誌 第 37巻 第 3号 (2011年 5月 )

Fig.6 Good result of iber iaser welding for root gap wcld.(Bottom

slirace。 )

Fig.7 Successhircsult of iber laset wclding for Юot gap wcld(Bohom
surface.)

レーザーで溶かしても母材が溶けていないため、溶落ち現

象が起こる等、溶接が困難で、多くのレーザー溶接に関す

る論文
2x)で

は今後の課題と記載されている。

この問題を解決するため、筆者らは数多 くの試験を実施

したが、初期の段階では Fig.5に示すように吹き抜けや溶

落ちが生じ、上手く溶接が出来なかった。

そこで、弊社独自の工夫を凝らし各種試験を実施した結

果、2mm程度までのルートギャップであれば、溶融金属が、

ルー トギャップ内に留まり、溶融金属にレーザーのエネル

ギーが供給されることとなり、このエネルギーが母材に供

給されて母材を溶かしFig.6に示すように十分な裏波溶接

が出来る技術を確立し、弊社では「レーザー溶接法」とし

て特許申請を行った。

また、上記の特許の申請の内容を検討する段階で溶接で

きる条件が把握でき、その条件をクリアーしさえすれば

ルー トギャップの有る溶接が良好に出来ること力WJっ た。

さらに、その条件を満足する前述の特許よりもっと容易

に条件が出せる方法を考案して実施したところ、Fig.7に

示すように 良好な結果が得られたので、これについても

「レーザー溶接法」として特許申請を行った。

4.歪の少ないステンレス鋼の溶接

オーステナイト系ステンレス銅 (以下、ステンレス銅と

′
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ファイバーレーザーによる超高張力鋼及びステンレス鋼のi容接 (内 山・中岡)

称す)の場合、炭素鋼 と比較 し線膨張係数が大 きく、また

熱伝導率が悪いために、溶接による歪が出易い金属である

が、原子力関連機器では腐食や錆を嫌 うので、ステンレス

銅が多用される。一方、原子力機器は遠隔操作を行 うこと

が多いため、遠隔操作装置との取 り合いの観点で寸法公差

が厳 しく抑えられることが多 く、歪の少ない溶接が求めら

,と る。

しか し、製作メーカではこの溶接歪が製作上大 きな問題

となる。

歪 を少なくする方法 としては溶着金属を少な くする必

要があるが、従来ステンレス鋼の溶接によく使用 される、

TIG溶接の場合、2 mmを 超えるとV型や U型開先等を取

らないと溶接が困難であった。

その問題対応のため、I型継手に適用出来る深溶込み溶

接が考案されて実用化がなされてきたが、この溶接は板厚

が 5mm程度までが限界で、5mmを 超えると裏波が出な

い等の問題を抱えていた。この問題をレーザー溶接では解

決出来るのではと考え、これより厚い板厚に封 して試験を

行った。

その結果、板厚 8mmま では I型継手で良好な裏波が出

る溶接条件を把握することが出来た。試験では弊社で実際

に良 く使用する 8 mmま で試験を行ったが、さらに厚肉の

範囲まで溶接は可能であると考えられる。

5.複雑形状へのレーザー溶接の適用

Fig.8は弊社で製作 した、J―PARC向け水銀ターゲット容

器 1号機である。この容器は 3重容器になってお り、最内

層には水銀を中間層にはヘリウムを、また最外層には重水

を保持する構造となっている。

このような構造物の場合、例えば、Fig.9に 示すような

格子状の補強材を内部に取付けるケースが多 く有 り、この

T型継手の溶接では強度の観点から切欠状の形状を作 らな

いために、隅肉溶接をすることが求められる。

しか しなが ら、この隅肉溶接が内面溶接 となるため、

TIG等 の溶接の場合、 トーチが干渉 し内部の溶接が出来な

い場合がある。

このような溶接に対 して、T継手の水平部材に開先を取

らずに外面からアークを飛ばし、TIGの深溶込み溶接にて

隅肉を出す方法として、弊社の特許「溶接接合構造」に示

すような溶接方法があるが、深溶込み溶接の性能上の制限

から、水平部材が 5mmま での制限があった。

この問題点を解決するため、Fig.10に 示すようにレー

ザー溶接によりT型継手の水平部材の外面倶1か ら照射 して

Fig。 9 Wclding patts、 vith difficuly of torch opcration

Hと W漱
!惚 ユ〓 :響

ば印 江 Ⅳ°d亜更 by ahHtt wddng

Fig。 8 Mcrcury targct vessel fbr J―PARC
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Fig。 1l Examples ofTljoint prOduced by fibcr iascr wclding

隅肉を出す試験を実施 した。

その結果、Fig.11に 示すように板厚 7 mmま での水平部

材に対 し、開先無 しで、T型継手の水平部材の裏側と垂直

部材のコーナー部へ隅肉を付ける溶接が出来ることを 確認

した。

6.原子力機器への適用事例の紹介

ファイバーレーザー溶接では前述のとお り小熱量で、ま

たI型 開先で溶接することが出来るので、歪が少ない溶接

が出来る。

この特性を活かし、また、前述の T型継手の試験結果を

有効に活かして、原子力機器 (ス テンレス鋼製容器)へ適

用を行った。Fig.12に示すように歪のほとんど無い良好な

製品を製作することが出来た。

その他にも再処理関連機器等への適用を行い、同様の良

好な結果を得ることが出来た。

7.結論

ファイバーレーザーを980 MPa級 及び 1150 MPa級の超

高張力鋼への適用技術の開発を行った。また、ステンレス

鋼についても検討をおこなった。得られた結果は次の通り

である。

1)980 MPa級 高張力鋼に対 しては、I型継手及び2 mm程

度までのルートギャップのある継手に対して、機械的性

質が母材並みの継手性能が得られた。

2)H50 MPa級 の超高張力鋼の溶接では、I型継手では同よ

うに母材並みの機械的性質が得られたが、ルー トギャッ

プのある溶接に必要となる溶加材が H50ヽ′IPa級 では筆

高 温 学 会 誌 第 37巻 第 3号 (2011年 5月 )

Fig.12 An example of application of ribcr lascr、 vclding to nuclcar

cquipments

者等が調べた範囲では、全世界的にみて、適切なものが

開発されていない。

したがって、1150 MPa級 の母材に対 し、980 MPa級

の溶加材を用いて、所謂、軟質継手の理論を適用するこ

とにより、強度的には母材並みの引張強さを確保出来た。

残念なことに、伸びの点ではJISの施工法試験に求めら

れる曲げ試験では割れが発生 してしまい、満足すること

が出来なかった。

しかし、実機の場合、設計において、安全率を考える

ことから、超高張力鋼の溶接継手に対 し曲げ試験並みの

歪を与えるような設計を行わないことから、必ずしも曲

げ試験をクリアーしなければならないことは無いのでは

と思われる。

3)フ アイバーレーザー溶接 をステンレス鋼へ適用 したが、

従来の溶接方法と比較 し、入熱量が少なく、歪がほとん

ど無 く、この技術を製品へ適用を行ったが実用上、また

外観上非常に良好な結果が得られ、顧客より好評であっ

た。
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